
教材種別 No. 教材名 対象 内容 数 サンプル

②紙芝居

〇すごいぞ！たべも
ののふしぎ

②-1 ふらふら　ふーちゃん 幼児～小学生 ふーちゃんはきらいなたべものが
いっぱい。すぐにつかれてふらふ
ら～。そこで…。

1

②-2 からだ　ぽっかぽか
　ビタミンのちから（体をあたためる）

幼児～小学生 おさむくんは、とっても寒がり。で
も、「ぽかぽか応援団！」という食
べ物たちに出会い…。

1

②-3 ほねほね　げんき？
カルシウムのちから（丈夫な骨や歯をつく
る）

幼児～小学生 サルルはいつも嫌いな食べ物
を、先生にばれないようお友達と
交換していたのですが…。

1

②-4 がんばれウンチくん
食物繊維のちから（腸をそうじして便秘を
防ぐ）

幼児～小学生 みんなのおなかの中にはウンチく
んがいます。ウンチくんはどんどん
大きくなって…。

1

②-5 マロンおうじの冒険
たんぱく質のちから（しっかりとした体をつく
る）

幼児～小学生 やせっぽちのマロン王子は豚肉
が大嫌い。そんな王子が結婚！
お姫様を迎えに出発！

1

②-6 りんごちゃん
　果物のちから（体の調子を整える）

幼児～小学生 具合が悪くてずっとお休みしてい
るお友達のお見舞いへ。その途
中に出会ったのは…？

1

〇たべるこそだつこ
げんきなこ

②-7 たべものランドのおまつりだ
　たべもももはたらき

幼児～小学生 色々な食べ物に出会った先ちゃ
んは、食べ物が自分の体をつく
り、日々の元気を支えてくれるこ
とを知ります。

2

②-8 あさごはんで　もりもりげんき
　あさごはんのたいせつさ

幼児～小学生 今日は楽しい遠足です。でも、か
ばくんは寝ぼうして朝ごはんも食
べずに出かけ、歩けなくなってし
まいます。

1

②-9 きんぴら　たろう
　よくかんで味わう

幼児～小学生 鬼退治に出かけた太郎は、奥歯
をかみしめれば力がぐっとわいて
くる…というおばあちゃんの言葉
を思い出し…。

2

②-10 おひめさまのカレーライス
　すききらい

幼児～小学生 ピーマンが大きらいだったおひめ
さま。コックさんからピーマンカ
レーを作ってもらい食べることが
できました。

1

②-11 がいこつめがね
　丈夫なほねをつくる

幼児～小学生 ぼくこうへいです。このめがねをか
けるとビックリ！体の中のほねが
すけて見えるんだ。キミも見てみ
る？

1

②-12 ジュンペイのウンチ
　うんちのはなし

幼児～小学生 ウンチが出ないジュンペイくん。な
んでも食べて、運動をして…カタ
ツムリのデカみたいにうまくいくか
な？

1

【紙芝居、絵本一覧】
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②-13 おやつのまえに ２・３歳 どろんこあそびをしているもんたく
ん、みいこちゃん、くーちゃん。お
やつのまえに手を洗えるかな？

1

②-14 おやつのじかんだよ ２・３歳 1

③紙芝居 ③-1 スーおばさんのげんきサラダ 幼児～小学生 1

（楽しいクッキング）

③-2 くまくんのいっち、にっ、サンドイッチ 幼児～小学生 1

③-3 おばけのハンバーグ 幼児～小学生 1

③-4 みんなでつくろうデコレーションケーキ 幼児～小学生 1

③-5 きょうのおやつはげんこつクッキー 幼児～小学生 1

③-6 わくわくスイートポテト 幼児～小学生 1

（やさいとなかよしげ
んきなこ）

③-7 いばりんぼのパンプくん 幼児～小学生 2

③-8 スーパーベイビー　ベジ太くん 幼児～小学生 2

③-9 やさいペット 幼児～小学生 2

うさぎのポッケは友だちのミミコ
ちゃんをうちによんだのに今日は
おやつがありません。そこでお兄
ちゃんとクッキーを作ることに。

森の仲間たちが、うさぎのおかあ
さんに習って、デコレーションケー
キをつくりました。こんなにおいし
いケーキは、はじめてです！

ベジタブルジュースを飲んだベジ
太くんは、スーパーベイビーに大
変身！家族のピンチを救うべく、
川へ空へと縦横無尽の大活
躍！

のねずみのきっくとたっくが見つけ
た黄色いタネは、「ぐずぐずしない
で、おいらを土の中にうえろ」と大
いばり。いったい何のタネ？

母の日にすてきなプレゼントをし
たい、オバケのモリウルたち。森
にうさぎをつりにいくことにした。も
ちろんエサはハンバーグ！？

大きなおいもがどっさりとれた。な
に作ろうか？そうだ、スイートポテ
トがいい！ホクホクポテト、みんな
で上手にできるかな。

スーおばさんのレストランバスは、
だれかが「おいしい料理をつくりに
きて！」って、よんでくれたらどこ
へでもでかけます。

３時のおやつの時間です。うれし
いおやつ。ケーキにキャン
ディー、アイスクリームにチョコ
レート。でも、甘いお菓子ばかり食
べていたら、悪魔がやってきて
…。

（しつけ）

今日はまちにまった遠足です。く
まくんはいつもより早起きをして、
おかあさんといっしょにサンドイッ
チをたくさん作りました。

ペットがほしいひろしくん。「うちは
八百屋だからやさいのペットがい
いな」とまねきネコにお願いしまし
た。そして翌朝起きると…？
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③-10 にんじんにんじゃ　にんにんまる 幼児～小学生 2

③-11 やさいクイズ　これなーんだ？ 幼児～小学生 2

③-12 やさいなんて　だいっきらい 幼児～小学生 1

④クイズ紙芝居 ④-1 トマトのふしぎ 小学校高学年 これから、トマトについてクイズを
出します。みなさん、どのくらいわ
かりますか？（１０問）

1

紙芝居形式のめくる
野菜クイズ

④-2 にんじんのふしぎ 小学校高学年 これから、にんじんについてクイズ
を出します。みなさん、どのくらい
わかりますか？（１０問）

1

④-3 ピーマンのふしぎ 小学校高学年 これから、ピーマンについてクイズ
を出します。みなさん、どのくらい
わかりますか？（１０問）

1

⑤絵本 ⑤-1 幼児～低学年 １．たべるのだいすき 1
２．じょうぶなからだをつくるたべ
もの

全５巻セット ３．びょうきからまもってくれるた
べもの
４．つよいちからがでるたべもの

５．おいしいあじのおてつだい

⑤-2 げんきをつくる食育ランド 幼児～低学年 １．子どもと学ぶ＜基本編＞（絵
本）…たからものはなあに？

1

全３巻セット ２．子どもと楽しむ＜応用編＞…
えらんでたべて、げんきなからだ
３．子どもと協力＜実践編＞…
“いただきます！”からの子育て
革命⑬大きな紙芝居 ⑬ あさごはんで　もりもりげんき 幼児～小学生 朝食の大切さを伝えるための大
きな紙芝居。

1

げんきをつくる食育えほん

やさいがだいっきらいのモモ子
ちゃん。きのうもその前も、うんち
がでてないよ。おなかが苦しく
なって、さあ、大変…！

みんなも知ってるいろいろなやさ
いのクイズかみしばいだよ。ちょっ
とむずかしい問題もあるけど、み
んながんばって考えてね！

りっぱな忍者になるために人間の
国へやって来たにんにんまる。や
さいの忍術で、かぜかぜにんじゃ
のきんざえもんをやっつけろ！
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